
令和４年度　県内大会等日程表 R4.3.17

県連主催および主管大会 vol.5

月日 曜日 大会名 場所
4.17 日 第12回県下シングルスソフトテニス選手権大会 新青森県運動公園

5.1 日 第62回八戸市長杯争奪県下選手権大会 八戸市東運動公園

5.1 日 第24回あおもりシニアフェスティバル（ねんりん選考会） 八戸市東運動公園

5.15 日 青森県ソフトテニス選手権大会 新青森県運動公園

5.28 土 第67回全日本実業団選手権大会県予選会 黒石運動公園

5.29 日 県下ソフトテニス選手権黒石大会 黒石運動公園

7.2～3 土～日 第76回国民体育大会県選考会（全カテゴリー） 岩木山運動公園

7.3 日 第15回県民スポーツフェスティバル（スポレク予選） 新青森県運動公園

7.23～24 土～日 第17回Ｕ14・U12・U10ジュニアオープンソフトテニス大会 新青森県運動公園

7.23～24 土～日 第77回市町村対抗県民体育大会 三沢市南山テニスコート

7.30 土 第8回競技者育成PG県中学校学年別シングルス大会 岩木山運動公園

7.31 日 Ｕ14　step３青森県選考会 岩木山運動公園

7.31 日 第4回チャレンジ2025チーム対抗大会 岩木山運動公園

8.14 日 第72回東奥日報杯県下総合ソフトテニス大会 新青森県運動公園

10.10 月・祝 第18回ソフトテニス週間・交流大会　mix ダブルス 新青森県運動公園

10.29～30 土～日 第14回トレーニング合宿 岩木山総合公園

11.3 木・祝 第9回キッズ・アカデミー 岩木山総合公園

5.1.8 日 第19回指導者講習会 兼 第12回チャレンジ青森STP 東北町北運動公園体育館(未定)

5.1.9 月・祝 　　　　　　　　　同 スポカルイン黒石

5.1.21 土 県下インドア選手権大会兼57東北大会予選（シニアの部） スポカルイン黒石

5.1.22 日 県下インドア選手権大会兼57東北大会予選（一般・成年の部） スポカルイン黒石

5.2.5 日 ２級審判講習会（南部地区） 十和田総合体育センタ－

5.3.19 日 ２級審判講習会（津軽地区） マエダアリーナ・サブ

高体連専門部主催大会
月日 曜日 大会名 場所
5.6～8 金～日 第72回県下高等学校ソフトテニス春季大会 岩木山運動公園

6.5～7 土～月 第75回青森県高等学校総合体育大会 新青森県運動公園

7.2～3 土～日 第77回国民体育大会県選考会（少年男女の部） 岩木山総合公園

9.16～18 金～日 第66回青森県高等学校ソフトテニス新人大会 新青森県運動公園

10.8 土 第75回青森県高等学校ソフトテニス選抜大会(シングルス) 岩木山運動公園

12.27～28 月～火 第58回青森県高校インドアソフトテニス大会 マエダアリーナ・スポカルイン黒石

中体連専門部主催大会
月日 曜日 大会名 場所
5.28～29 土～日 第17回青森県春季中学生ソフトテニス選手権大会 岩木山総合公園

7.16～17 土～日 第73回青森県中学校体育大会夏季大会 新青森県運動公園

10.1～2 土～日 第66回青森県下中学校ソフトテニス選手権大会（新人戦） 新青森県運動公園

10.29～30 土～日 ルーセントカップ中学生ソフトテニス大会 新青森県運動公園

5.2.4～5 土～日 第22回青森県選抜中学校インドアソフトテニス大会 マエダアリーナ

小学生部会主催大会
月日 曜日 大会名 場所
5.14 土 第17回青森県小学生春季選手権大会 東北町北運動公園

6.11 土 青森県小学生選手権大会兼全国大会予選 おいらせ町いちょう公園

9.24 土 第19回会長杯争奪市町村対抗小学生大会 スポーツランド平賀

10.10 月・祝 ソフトテニス週間　第10回青森県小学生ｍｉｘダブルス大会 新青森県運動公園

10.15 土 第22回全国小学生大会青森県予選会 東北町北運動公園

11.26 土 第15回青森県小学生インドア大会兼東北インドア予選会 しもきたドーム

レディース連盟主催大会
月日 曜日 大会名 場所
6.2 木 第44回全日本レディース青森県大会 新青森県運動公園

6.23 木 第18回青森県レディースミズノカップ大会 新青森県運動公園

7.12 火 第2回全日本レディース決勝大会シニアの部県予選 新青森県運動公園

9.1 木 第44回青森県下レディースルーセント杯選手権大会（団体戦） 新青森県運動公園

9.29 木 第15回YONEX杯青森県レディース大会 新青森県運動公園

11.1 火 第33回ナガセ杯東北レディースインドア大会県予選会 マエダアリーナ
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中体連専門部強化事業等
月日 曜日 大会名 場所
11.3 木・祝 都道府県対抗２次選考会 しもきたドーム

11.12～13 土～日 中学生強化合宿　　　　　　　　　　　 東北町総合運動公園

11.27 日 都道府県対抗最終選考会 しもきたドーム

12.24～25 土～日 中学生強化合宿 能代市アリナス

5.1.14～15 土～日 中学生強化事業 浪岡体育館

5.2.11～12 土～日 中学生強化事業 八戸市東体育館

5.3.19 日 中学生強化事業 八工大一高

＜Step1・Step2・強化練習会・審判講習会＞
月日 曜日 イベント名 場所
11/3 木・祝 ヨネックスキッズアカデミー 岩木山総合公園体育館

11/12 土 ジュニアサーキット① むつ・マエダアリーナ

11/26 土 Step1_下北 むつ・マエダアリーナ

11/27 日 Step1_上十三　 十和田総合体育センタ－

12/4 日 Step2_上十三　 十和田総合体育センタ－

1/8 日 第19回指導者講習会兼第12回チャレンジ青森STP① 東北町北総合運動公園

1/9 月・祝 第19回指導者講習会兼第12回チャレンジ青森STP② スポカルイン黒石

2/5 日 Step1_上十三　＋審判講習会 十和田総合体育センタ－

2/5 日 Step1_弘前<追加> 河西体育センタ－

2/19 日 Step1_上十三　 十和田総合体育センタ－

2/23 木・祝 Step1_東青　　　　　 マエダアリーナ・サブ

2/26 日 ジュニアサーキット② 十和田総合体育センタ－メイン

3/5 日 Step2_弘前 河西体育センタ－

3/12 日 Step2_弘前<追加> 河西体育センタ－

3/12 日 Step2_強化練習会 十和田総合体育センタ－

3/19 日 ジュニアサーキット③ スポカルイン黒石

3/19 日 Step1東青　＋審判講習会　　 マエダアリーナ・サブ

3/26 日 Step1_上十三 十和田総合体育センタ－


